
『相談に行きたいけど、 家からサポステが遠くて…』
『予定や利便性に合わせて相談したい』 という人におすすめ！
「出張相談を利用したい！」 という人は、 事前の予約をお願いします。
希望時間に相談できるよう、 なるべく前日までにお問合せください。
お近くの出張相談とサポステでの相談やセミナー等、 うまく活用してみませんか。

出張相談利用について

ちょっと役立つ旬な就活情報をお届け！
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爽やかな風が心地よい季節となりました。 気持ち軽やかに就職活動へのモチベーションを上げていきましょう︕
さて、 今月号は、 さんだサポステの 『出張相談』 を大特集︕お近くの出張相談とサポステでの相談やセミナー等、
うまく活用してみませんか︖

場　所 篠山市民センター 研修室①

毎月第４火曜日実施日

相談に行きたいけど

家からサポステが遠くて…
相談に行きたいけど

家からサポステが遠くて…

そんなあなたには

がおすすめ！出張相談出張相談

三田市内 3 拠点のほか、

加東市、 丹波篠山市、
三木市内でも実施中！

出張相談の利用は前日までに
事前の予約をお願いします。

また、 初回相談以降は、

オンラインでの相談も可能！
利便性に合わせて
ぜひ活用してくださいね！

時　間

13 ： 00 ～ 13 ： 50

14 ： 00 ～ 14 ： 50

15 ： 00 ～ 15 ： 50

出張相談出張相談出張相談出張相談集集
特特

を活用してみよう！を活用してみよう！
三田市内 ・ 市外の
様々な場所で実施中！
三田市内 ・ 市外の
様々な場所で実施中！

丹波篠山市出張相談丹波篠山市出張相談

場　所 社福祉センター ２階会議室
（加東市役所 隣）

実施日 毎月第３金曜日

時　間

13 ： 00 ～ 13 ： 50

14 ： 00 ～ 14 ： 50

15 ： 00 ～ 15 ： 50

加東市出張相談加東市出張相談

多世代交流館ふらっと
（子育て情報ひろば）

多世代交流館ふらっと
（子育て情報ひろば）

ウッディタウン

　　　　　市民センター

ウッディタウン

　　　　　市民センター

毎月
第２ ・ ４木曜日

13 ： 00 ～ 17 ： 00時　間

実施日 毎月
第１ ・ ３木曜日

14 ： 00 ～ 17 ： 00時　間

実施日

（１回５０分 ・ 要予約）（１回５０分 ・ 要予約）

三田市内

出張相談

三田市内

出張相談
場　所 サンライフ三木  １階

（三木市立勤労者福祉センター）

実施日 毎月第３火曜日

時　間

13 ： 00 ～ 13 ： 50

14 ： 00 ～ 14 ： 50

15 ： 00 ～ 15 ： 50

三木市出張相談三木市出張相談

神戸電鉄フラワータウン駅前

サンフラワービル２階

《アクセス》

まちづくり協働センターまちづくり協働センター

毎週 水曜日

13 ： 00 ～ 17 ： 00時　間

実施日

JR 三田駅、 神戸電鉄三田駅前

キッピーモール６階 「会議室」

《アクセス》

神戸電鉄南ウッディタウン駅

ウッディタウン中央駅から徒歩５分

《アクセス》

電車・バスが利用できて便利！ 商業施設もあり、 利用しやすい！
駐車場が広いので
　　　　　車でも行きやすい！



2
休所日

1
休所日 はじめの一歩 A

５月の予定５月の予定５月の予定５月の予定
水 木 金 土月 日

受付時間 （月～金）９：３０～１７：３０

０７９-５６５-９３００TEL

〒669-1531 三田市天神1丁目5番33号 三田市商工会館1階

土曜･日曜･祝日･年末年始休所日

49歳までの若者のための就労相談窓口

履歴書などの添削
面接対策など

気軽に相談して
くださいね！

https://career-yell.jp/sanda/

ハロー
ワーク
ハロー
ワーク

郷の音
ホール
郷の音
ホール

運営：一般社団法人 キャリアエール [厚生労働省事業]

次号もお楽しみに！

さんだ若者サポートステーション
申込・問合せはコチラへ↓（参加無料）

場　所 社福祉センター ２階会議室

三田市外でも三田市外でも三田市外でも三田市外でも 出張相談出張相談出張相談出張相談 実施中！実施中！実施中！実施中！

≪加東市出張相談≫≪加東市出張相談≫≪加東市出張相談≫≪加東市出張相談≫

実施日 毎月第３金曜日

場　所 サンライフ三木 １階

≪三木市出張相談≫≪三木市出張相談≫≪三木市出張相談≫≪三木市出張相談≫

実施日 毎月第３火曜日

場　所 篠山市民センター 研修室①

≪丹波篠山市出張相談≫≪丹波篠山市出張相談≫≪丹波篠山市出張相談≫≪丹波篠山市出張相談≫

実施日 毎月第４火曜日

 ※時間は、 13 ： 00 ～、 14 ： 00 ～、 15 ： 00 ～の

　　3 枠で、 1 回 50 分です

火

※セミナーや相談の予定は、状況により変更となる場合があります。

※新型コロナウイルス感染状況により変更となる場合があります。あらかじめ事前にサポステまでお問い合わせください。

【対　象】・現在無業状態または週の労働時間が

　　　　　20 時間未満で 49 歳までの方

　　  　 ・その家族

         ・支援機関関係者（教育・福祉機関等）

はじめの一歩 B
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出張キャリア相談
( キッピーモール )

7

キャリア相談
15
休所日

13 14
キャリア相談

16
休所日キャリア相談

17 18 19
出張キャリア相談
( キッピーモール )

22
休所日

20 21
キャリア相談

23
休所日キャリア相談

出張キャリア相談
（加東市）

キャリア相談

24 25 26
出張キャリア相談
( キッピーモール )

キャリア相談 キャリア相談
27 28

キャリア相談

休所日
（憲法記念日）

出張キャリア相談
（丹波篠山市）

出張キャリア相談
（三木市）

パソコンスキルアップ講座

面接対策セミナー

出張キャリア相談
（ウッディタウン）

出張キャリア相談
（フラワータウン）

オープンサポステ ( 午前 )

出張キャリア相談
（ウッディタウン）

出張キャリア相談
（フラワータウン）

オープンサポステ ( 午前 )

休所日
（みどりの日）

休所日
（こどもの日）

29
休所日

30
休所日

キャリア相談

面接対策セミナー

31
キャリア相談

【申　込】ホームページにある専用ページより

         お申込みください

【申込締切】5/ （  ）17 時まで

サポステを利用したことがない方を対象に、 「サポステって何ができるの？」 「どんなところ？」

「利用方法や条件は？」 等スタッフが分かりやすくお伝えします。

5/   （木） 
5/   （木） 
13:30 ～13:30 ～

（30 分程度）
（30 分程度）

オープンサポステオープンサポステオープンサポステオープンサポステ は、１３日と２７日！は、１３日と２７日！は、１３日と２７日！は、１３日と２７日！

7

Windows の基本的な使い方や Word、 Excel の基礎を３日間の講座で学びます。 仕事でよく使用される
文書を実際に作成しながら、 就活や職場で役立つ操作方法を身に付けることを目指します。

Windows10 の基礎

社外文書作成

基本的な関数を使った

  計算式やグラフ作成

PC 入門

Word 基礎

Excel 基礎

使用ソフト▶▶　Windows10、 0ffice2016使用ソフト▶▶　Windows10、 0ffice2016

パソコンスキルアップ講座パソコンスキルアップ講座パソコンスキルアップ講座パソコンスキルアップ講座
の方も受講可能です！の方も受講可能です！

【日  程】

【時  間】13：00 ～ 17：00

【対　象】49 歳までの求職活動中で全日程参加できる方

【会　場】三田市商工会館内　　 【定  員】7名    【持ち物】筆記用具、USB メモリー

【申込締切】5月 12 日（水）17：00

5 月 14 日（金）、21 日（金）、28 日（金）5 月 14 日（金）、21 日（金）、28 日（金）5 月 14 日（金）、21 日（金）、28 日（金）5 月 14 日（金）、21 日（金）、28 日（金）

第１期第１期
40 代40 代

今月の今月の今月の今月の

オンラインサポステ説明会オンラインサポステ説明会オンラインサポステ説明会オンラインサポステ説明会
5/27（木）10︓30 ～（30 分程度）5/27（木）10︓30 ～（30 分程度）5/27（木）10︓30 ～（30 分程度）5/27（木）10︓30 ～（30 分程度）

QR コードを読み込むと

申込み専用ページが

開きます

オンラインサポステ説明会

パソコンスキルアップ講座

パソコンスキルアップ講座


